
【ことり隊のたまご４　販売店舗】

店舗名称 店舗住所

ファミリマート見附市野坪店 新潟県　見附市市野坪町８３－２

ファミリマート三条新保店 新潟県　三条市新保字橋元３３４

ファミリマート三条塚野目店 新潟県　三条市塚野目二丁目５番１２号

ファミリマート上越南新町店 新潟県　上越市南新町３番４６号

ファミリマート新潟万代シティ店 新潟県　新潟市中央区万代一丁目３番１号

ファミリマート新潟逢谷内店 新潟県　新潟市東区逢谷内二丁目１番１８号

ファミリマート新潟中野山店 新潟県　新潟市東区中野山六丁目１番１号

ファミリマート新潟長者町店 新潟県　新潟市東区長者町１５番３７号

ファミリマート白根文京町店 新潟県　新潟市南区上下諏訪木９８５番地１

ファミリマート豊栄木崎店 新潟県　新潟市北区内島見２５１１番地３

ファミリマート新発田しんえい町店 新潟県　新発田市新栄町１丁目９番２号

ファミリマート長岡喜多町鐙潟店 新潟県　長岡市喜多町７９３番地

ファミリマート長岡曙店 新潟県　長岡市曙２－４－１７

ファミリマート長岡赤十字病院店 新潟県　長岡市千秋２丁目２９７番地１

ファミリマート長岡川崎店 新潟県　長岡市川崎１丁目２５２０番地１

ファミリマート長岡南七日町店 新潟県　長岡市南七日町５０番地１５

ファミリマート長岡来迎寺店 新潟県　長岡市来迎寺３８３４番

ファミリマート六日町駅東店 新潟県　南魚沼市六日町７５番地７

ファミリマート柏崎総合医療センター店 新潟県　柏崎市北半田２丁目１１－３

ファミリマート砺波豊町店 富山県　砺波市豊町一丁目２番２号

ファミリマート富山総曲輪店 富山県　富山市総曲輪３丁目１－１１

ファミリマート婦中ファボーレ前店 富山県　富山市婦中町下轡田３４９番１

ファミリマート金沢額谷三丁目店 石川県　金沢市額谷３丁目４６番地

ファミリマート金沢泉野店 石川県　金沢市泉野町５丁目６番１４号

ファミリマート金沢大桑店 石川県　金沢市大桑二丁目４２番地

ファミリマート金沢入江一丁目店 石川県　金沢市入江１丁目１４８

ファミリマート能登柳田店 石川県　鳳珠郡能登町字天坂ろ１９番地

ファミリマート能登空港インター店 石川県　輪島市三井町洲衛ろ１０３番地１

ファミリマート福井二の宮五丁目店 福井県　福井市二の宮五丁目１８番３号

ファミリマート甲州塩山店 山梨県　甲州市塩山　西広門田３５３番１

ファミリマート塩山小屋敷店 山梨県　甲州市塩山小屋敷１６５１

ファミリマートセレオ甲府店 山梨県　甲府市丸の内一丁目１－８

ファミリマート甲府里吉店 山梨県　甲府市里吉２丁目９－２３

ファミリマート大月インター店 山梨県　大月市大月町　花咲字フタタ　１６５２－１

ファミリマート田富リバーサイド店 山梨県　中央市山之神３６２３－４

ファミリマート甲府昭和店 山梨県　中巨摩郡昭和町西条５０３７番

ファミリマート境川ＰＡ下り店 山梨県　笛吹市境川町　藤垈４０８８番地

ファミリマート石和町市部店 山梨県　笛吹市石和町市部７８９－１

ファミリマート南アルプス小笠原店 山梨県　南アルプス市小笠原３４４－１

ファミリマート韮崎桐ノ木店 山梨県　韮崎市中田町小田川１０３４ー１

ファミリマートかぶとや赤富士通り店 山梨県　富士吉田市上吉田東一丁目１番３号

ファミリマートおひめ坂通り店 山梨県　富士吉田市竜ケ丘２丁目４－６

ファミリマート伊那富士塚店 長野県　伊那市荒井４５５７番地４

ファミリマート塩尻郷原店 長野県　塩尻市大字広丘郷原１０９６番地７

ファミリマート岡谷田中町店 長野県　岡谷市田中町２丁目８‐５

ファミリマート喬木阿島店 長野県　下伊那郡喬木村９４４－１

ファミリマートちの本田店 長野県　茅野市ちの２６７４番地

ファミリマート茅野神之原西店 長野県　茅野市玉川２２９６番地６

ファミリマート佐久猿久保店 長野県　佐久市猿久保字前原７７８番１

ファミリマート佐久平駅前店 長野県　佐久市大字長土呂３２４番地２

ファミリマートＪＡ佐久浅間医療センター店 長野県　佐久市中込３４００－２８

ファミリマート松本神田店 長野県　松本市神田二丁目１番２号

ファミリマートＪＡ伊北インター店 長野県　上伊那郡箕輪町大字中箕輪１５４２

ファミリマート飯綱町塩ノ入店 長野県　上水内郡飯綱町大字普光寺字土手裏２９９番地２

ファミリマート諏訪中洲店 長野県　諏訪市中洲３０８１－１

ファミリマート長野伊勢宮店 長野県　長野市伊勢宮２－２４－２５

ファミリマート長野中氷鉋店 長野県　長野市稲里町中氷鉋１１０５－３

ファミリマート長野若槻大通り店 長野県　長野市徳間１丁目２７－２３

ファミリマート長野駅前店 長野県　長野市南長野末広町１３６２番地

ファミリマート長野里島店 長野県　長野市里島９８番地１

ファミリマート岐南薬師寺店 岐阜県　羽島郡岐南町薬師寺四丁目８番地

ファミリマート下呂市役所前店 岐阜県　下呂市森９７１番地３９

ファミリマート関平成通店 岐阜県　関市平成通一丁目６６番地

ファミリマートぎふ加納新本町店 岐阜県　岐阜市加納新本町四丁目１６番地

ファミリマート西岐阜駅南店 岐阜県　岐阜市市橋６丁目１番地２

ファミリマート名鉄岐阜駅イクト店 岐阜県　岐阜市神田町九丁目１番地

ファミリマート岐阜駅前店 岐阜県　岐阜市神田町九丁目２７番地大岐阜ビル２階Ａ号室

ファミリマート岐阜曽我屋店 岐阜県　岐阜市曽我屋二丁目１３７番２

ファミリマート高山千島店 岐阜県　高山市千島町２６１番１

ファミリマートアスティ大垣店 岐阜県　大垣市高屋町１丁目１４５番地

ファミリマート掛川かみ西郷店 静岡県　掛川市上西郷１７６６番地

ファミリマート菊川加茂北店 静岡県　菊川市加茂５７９番地の１



ファミリマート御殿場古沢店 静岡県　御殿場市古沢８０６番地１

ファミリマート御殿場新橋店 静岡県　御殿場市新橋１８７８－１

ファミリマート御殿場二枚橋店 静岡県　御殿場市二枚橋２３９

ファミリマート御殿場永原店 静岡県　御殿場市萩原１５４０－１

ファミリマート三島加茂川店 静岡県　三島市加茂川町１２－４８

ファミリマート三島中島店 静岡県　三島市中島９５－１５

ファミリマート三島梅名店 静岡県　三島市梅名２８５－１

ファミリマート三島梅名北店 静岡県　三島市梅名５８９－４

ファミリマート三島柳郷地店 静岡県　三島市柳郷地１４番地

ファミリマート清水町徳倉南店 静岡県　駿東郡清水町徳倉字岩下２１５－８

ファミリマート清水町伏見店 静岡県　駿東郡清水町伏見５９６－１６

ファミリマート長泉中土狩店 静岡県　駿東郡長泉町中土狩１００５番地の１

ファミリマート沼津岡一色店 静岡県　沼津市岡一色３７４－１

ファミリマート沼津駅北口店 静岡県　沼津市高島町２－６

ファミリマート沼津アントレ店 静岡県　沼津市大手町１丁目１－１

ファミリマート焼津中里店 静岡県　焼津市中里５０８

ファミリマート裾野岩波店 静岡県　裾野市岩波１０４番地１

ファミリマート静岡牛妻店 静岡県　静岡市葵区牛妻２１７番地１

ファミリマート静岡昭府町店 静岡県　静岡市葵区昭府２丁目２４番３０号

ファミリマート静岡城東町店 静岡県　静岡市葵区城東町６５－１０

ファミリマート静岡千代店 静岡県　静岡市葵区千代二丁目１６－５

ファミリマート静岡大岩本町店 静岡県　静岡市葵区大岩本町２５番１３号

ファミリマート静岡南瀬名町店 静岡県　静岡市葵区南瀬名町２４番１号

ファミリマート静岡北店 静岡県　静岡市葵区北１－１０－１０

ファミリマート静岡鎌田店 静岡県　静岡市駿河区鎌田２９９番地の２

ファミリマート静岡曲金六丁目店 静岡県　静岡市駿河区曲金六丁目３番３３号

ファミリマート静岡有明西店 静岡県　静岡市駿河区八幡５丁目３３番３

ファミリマート清水下野中店 静岡県　静岡市清水区下野中２２番１０号

ファミリマート興津中町店 静岡県　静岡市清水区興津中町１３７０－１

ファミリマート清水北脇店 静岡県　静岡市清水区北脇２６６

ファミリマート函南丹那店 静岡県　田方郡函南町丹那字堂川１２１１番２

ファミリマート函南畑毛店 静岡県　田方郡函南町畑毛１６‐３

ファミリマート藤枝蓮華寺池店 静岡県　藤枝市若王子１丁目５－７

ファミリマートナカスイ熱海下多賀店 静岡県　熱海市下多賀５６１－１

ファミリマート浜松志都呂店 静岡県　浜松市西区志都呂一丁目５番２７号

ファミリマート浜松和地町西店 静岡県　浜松市西区和地町４７６０－１

ファミリマート浜松中央三丁目店 静岡県　浜松市中区中央３－３－１３

ファミリマート浜松和合店 静岡県　浜松市中区和合町９３６－３７５

ファミリマート浜松小池町西店 静岡県　浜松市東区小池町２６７０番地の１

ファミリマート浜松医科大学病院店 静岡県　浜松市東区半田山一丁目２０番１号

ファミリマート浜松有玉北店 静岡県　浜松市東区有玉北町１７５４－１

ファミリマート浜松永島店 静岡県　浜松市浜北区永島８２６番１

ファミリマート浜北貴布祢店 静岡県　浜松市浜北区貴布祢３１５－１

ファミリマート浜北内野店 静岡県　浜松市浜北区内野８７２番地の３

ファミリマート富士厚原店 静岡県　富士市厚原１３５９－１

ファミリマート富士川成島店 静岡県　富士市川成島２９８

ファミリマート富士増川新町店 静岡県　富士市増川新町１２７番地

ファミリマート富士日乃出町店 静岡県　富士市日乃出町１２６－１

ファミリマート富士柚木店 静岡県　富士市柚木１４０－１

ファミリマート安城警察署西店 愛知県　安城市横山町下毛賀知１４１番地６

ファミリマート大雄会病院前店 愛知県　一宮市桜１丁目３番７

ファミリマート一宮平和二丁目店 愛知県　一宮市平和二丁目１９番１５号

ファミリマート岡崎羽根西新町店 愛知県　岡崎市羽根西新町３‐１２

ファミリマート岡崎久後崎町店 愛知県　岡崎市久後崎町字両神１－１６

ファミリマート岡崎竜美南店 愛知県　岡崎市竜美南ニ丁目１番地１

ファミリマート岡崎へごし町店 愛知県　岡崎市舳越町字宮前４６番地１

ファミリマート刈谷上広南店 愛知県　刈谷市小垣江町上広１６番地２

ファミリマート刈谷東陽町店 愛知県　刈谷市東陽町３丁目４６－５

ファミリマート高蔵寺駅南口店 愛知県　春日井市高蔵寺町４－８－６－１

ファミリマート春日井丁田橋店 愛知県　春日井市南下原町４丁目１６番地２

ファミリマート春日井八田町店 愛知県　春日井市八田町七丁目４番地１４

ファミリマート小牧新町二丁目店 愛知県　小牧市新町二丁目２９８番地

ファミリマート小牧味岡口店 愛知県　小牧市大字岩崎３５４－１

ファミリマート小牧中央三丁目店 愛知県　小牧市中央３丁目２５０

ファミリマート常滑長峰店 愛知県　常滑市字古道東割４２－２２

ファミリマート瀬戸幡野町店 愛知県　瀬戸市幡野町３３８番地２

ファミリマート西尾駅南口店 愛知県　西尾市住吉町４丁目１８－６

ファミリマート大府長草店 愛知県　大府市長草町本郷１６番地

ファミリマート東浦緒川植山店 愛知県　知多郡東浦町大字緒川字植山４３番地の２

ファミリマート知立新池店 愛知県　知立市新池二丁目１２１番地

ファミリマート知立本町店 愛知県　知立市本町本７４－１

ファミリマート半田桐ヶ丘店 愛知県　半田市桐ヶ丘３－１５－１

ファミリマート知多半田駅店 愛知県　半田市広小路町１５０－６

ファミリマート豊橋大岩店 愛知県　豊橋市大岩町字北元屋敷４０－１９



ファミリマート豊川市田町店 愛知県　豊川市市田町新屋前２６番１

ファミリマート豊川平尾郷中店 愛知県　豊川市平尾町郷中１１０番３

ファミリマート豊明阿野町店 愛知県　豊明市阿野町東阿野２０１番地の１

ファミリマート北名古屋神ノ戸店 愛知県　北名古屋市西之保神ノ戸１３４番地

ファミリマート稲永店 愛知県　名古屋市港区錦町３番１４号

ファミリマート辰巳町店 愛知県　名古屋市港区辰巳町４番８号

ファミリマート港宝神店 愛知県　名古屋市港区宝神５丁目３００３

ファミリマート昭和塩付通一丁目店 愛知県　名古屋市昭和区塩付通１－２０－２

ファミリマート千種本山店 愛知県　名古屋市千種区橋本町１丁目６９番地

ファミリマート星が丘元町店 愛知県　名古屋市千種区星が丘元町１５番１７号

ファミリマート東山公園駅前店 愛知県　名古屋市千種区東山通４－９－１

ファミリマート上前津店 愛知県　名古屋市中区大須三丁目３１番２２号

ファミリマート東桜二丁目店 愛知県　名古屋市中区東桜二丁目２３－２６

ファミリマート助光二丁目店 愛知県　名古屋市中川区助光二丁目８０４番地

ファミリマート中川住宅西店 愛知県　名古屋市中川区中島新町二丁目１６１１番地

ファミリマート中川八田店 愛知県　名古屋市中川区八田町２２０６

ファミリマート本陣通店 愛知県　名古屋市中村区本陣通三丁目４３番地

ファミリマート近鉄名古屋駅１番ホーム前店 愛知県　名古屋市中村区名駅１－２－２　近鉄名古屋駅地下改札内

ファミリマート天白野並二丁目店 愛知県　名古屋市天白区野並二丁目３７４番地

ファミリマート代官町東店 愛知県　名古屋市東区代官町２７番１０号

ファミリマート名古屋オズガーデン店 愛知県　名古屋市北区大曽根三丁目十二番三十二号

ファミリマート黒川本通五丁目店 愛知県　名古屋市北区萩野通一丁目４６番地の３

ファミリマート名東猪高台店 愛知県　名古屋市名東区猪高台１丁目９１４番

ファミリマート梅森坂三丁目店 愛知県　名古屋市名東区梅森坂三丁目２００３番地

ファミリマート名東照が丘店 愛知県　名古屋市名東区宝が丘１８番

ファミリマート西神の倉店 愛知県　名古屋市緑区西神の倉二丁目１０１番地

ファミリマート大安町門前店 三重県　いなべ市大安町門前１３６２番地

ファミリマート菰野福村店 三重県　三重郡菰野町大字福村字高木８９７

ファミリマート国一川越町店 三重県　三重郡川越町大字豊田一色２６９－１

ファミリマート近鉄四日市駅前ふれあいモール店 三重県　四日市市安島１丁目１－５６

ファミリマート四日市城西町店 三重県　四日市市城西町１５番４６号

ファミリマート四日市松原町店 三重県　四日市市平町１番１５号

ファミリマート津雲出長常町店 三重県　津市雲出長常町字圦口１１０３番地１１

ファミリマート近鉄津新町駅前店 三重県　津市新町１丁目１３番９号

ファミリマート尾鷲北インター店 三重県　尾鷲市倉ノ谷町１０８７番２

ファミリマート鈴鹿白子町店 三重県　鈴鹿市白子町８１３４番地


